
ゼッケン チーム名 地区 氏名
ゼッケン チーム名 地区 氏名 67 静岡県 鈴⽊　基康

1 愛知県 ⾼⽊　成郎 68 神奈川県 齋藤　英雄
2 ヒモニャー7 東京都 川口　克右 69 愛知県 伊藤　富美浩
3 東京都 岩城　勤也 70 静岡県 飯野　強
4 静岡県 ⻄條　秀樹 71 埼玉県 堀江　晃
5 ⼭梨県 松本　成輔 72 愛知県 井上　⾼志
6 東京都 村田　豊 74 神奈川県 原　良正
7 アトリエフルーブ 東京都 宮⽊　茂雄 75 神奈川県 坂本　寛和
8 天狗党 愛知県 奈良　正⼀ 76 静岡県 飯野　なな子
9 港北ロード 神奈川県 石田　茂雄 77 愛知県 ⾼橋　⻯⾺
10 神奈川県 松浦　耕介 78 SN@しおかるび 神奈川県 菅野　正勝
12 茨城県 佐々⽊　大輔 80 大橋⾃転⾞道場 静岡県 ⻄澤　賢司
14 Oﾚｰｼﾝｸﾞ 愛知県 仙田　康宏 81 大橋⾃転⾞道場 静岡県 杉⼭　孝
15 ブリッジバイクプロダクツ 千葉県 神田　賢⼀ 82 愛知県 ⼭田　英貴
16 ブリッジバイクプロダクツ 千葉県 稲村　博 83 チームはぐれメタル 静岡県 ⻄口　友広
17 collina Z 千葉県 鈴⽊　⼀ 84 東京都 池田　照男
18 Collina Z 千葉県 安⾺　裕典 85 SN@しおかるび 神奈川県 袴田　敏紹
19 なるしまフレンド 神奈川県 阿島　哲夫 86 E-WORKS＠PINKY 静岡県 ⻫藤　⽞
20 神奈川県 池田　常昭 87 神奈川県 風⾒　慶浩
21 茨城県 佐々⽊　信人 88 ＶネックT 静岡県 夏目　拓郎
22 東京都 松村　⼀正 89 丸子橋ろーどくらぶ 神奈川県 岡田　大樹
23 CWS吉祥寺 東京都 福富　洋平 90 千葉県 ⿊崎　雄司
24 CWS 吉祥寺 東京都 太田　真 91 尾⼆中年⾃転⾞部 愛知県 小川　勝司
25 Team⿊い三連星 東京都 吉田　健 92 静岡県 野村　⾏人
26 F-Training 静岡県 ⾼橋　直人 93 神奈川県 佐藤　拓
27 F-Training 静岡県 天野　至 94 FEELCYCLE 栄B 愛知県 ⼭村　眞午
28 CWS吉祥寺 東京都 細川　政義 95 東京都 梅本　浩
29 CWS吉祥寺 東京都 ⼭本　正文 96 i Legami 湘南 神奈川県 堀之内　俊
30 東京都 根津　匠太朗 97 OUTER ONLY 静岡県 田中　圭
31 CWS 東京都 熊谷　修 98 愛知県 松岡　慎司
32 CWS吉祥寺 東京都 小清水　照満 99 OUTER ONLY 静岡県 小湊　恭平
33 埼玉県 ⻘中　伸⼀ 100 静岡県 Kawamura　Shinichi
34 静岡県 池澤　聡志 101 岐阜県 石大　洋志
35 Team ARS 神奈川県 小林　健司 102 Team HORI 神奈川県 堀之内　孝⼀
36 team ars 群⾺県 小林　武志 103 神奈川県 尾家　正洋
37 term ars 群⾺県 海⽼野　圭介 104 東京都 望月　喜和
38 ニュース 愛知県 春原　正樹 105 サナエ 千葉県 早苗　達也
39 TEAM 光 愛知県 河野　史瑛呂 106 MKW 愛知県 湯浦　裕貴
40 TeamARS 神奈川県 宮崎　和典 107 愛知県 加藤　忠輔
41 神奈川県 小島　渉 108 神奈川県 ⾼⽊　俊暢
42 TEAM光 静岡県 ⼭内　譲太 109 Splash friend ⼭梨県 松永　有史
43 神奈川県 ⻫藤　昭弘 110 ⼀人走友会 神奈川県 細田　実
44 神奈川県 三浦　尚武 111 神奈川県 村川　裕
45 岐阜県 辻　良 112 Red Shoese 神奈川県 岩切　圭司
46 岐阜県 平子　基樹 113 ⼀発マルツ 神奈川県 杉川　義仁
47 岐阜県 北川　由紀子 114 ⼀発マルツ 神奈川県 八⽊　公治
48 東京都 ⾼野　保真 115 ⼀発マルツ 神奈川県 武井　耕造
49 愛知県 芳賀　正宜 116 ⼀発マルツ 神奈川県 相原　秀人
50 東京都 佐藤　和昭 117 ⼀発マルツ 神奈川県 伊藤　禎仁
51 愛知県 松本　靖成 118 ⼀発マルツ 神奈川県 野口　幸広
52 BUCYO coffee. 愛知県 熊野　賢 119 ⼀発マルツ 神奈川県 片田　宏
53 NWK2 愛知県 中島　正 120 ⼀発マルツ 神奈川県 後藤　晃治
54 美城プロダクション⾃転⾞部 神奈川県 ⻘⽊　悠輔 122 神奈川県 房野　友樹
55 埼玉県 平井　光徳 123 東京都 ⻑⼭　真理
56 TEAM YOU CAN 東京都 古賀　圭佑 124 バンデラス 三重県 吉澤　淳司
57 静岡県 ⻄井⼾　亮 125 埼玉県 多久　正家
58 スズキのカルパッチョ 神奈川県 鈴⽊　康明 126 神奈川県 生沼　聡
59 神奈川県 五⼗嵐　良 127 東京都 ⻄村　信⼀
60 東京都 志村　光太郎 128 キラーマウンテンズ 東京都 字引　佑麿
61 東京都 Markowski　Marek 129 千葉県 相川　真儀
62 伊豆ＣＳＣ 静岡県 楢⼭　結己 130 栃⽊県 福元　幸太郎
63 静岡県 楢⼭　勝章 131 TAG 千葉県 田中　正司
64 埼玉県 坂本　博史 132 東京都 齋藤　哲史
65 綾循⾃転⾞部 東京都 古宮　元文 133 東京都 鈴⽊　久仁男
66 東京都 ⼾辺　徹 134 HALtec 夢現 静岡県 瀬⼾　正治

4時間︓ロード 【ソロ】



ゼッケン チーム名 地区 氏名
ゼッケン チーム名 地区 氏名 203 BIKE TOWN 神奈川県 石村　公仁彦
135 東中新宿OYS 千葉県 重田　のぶあき 204 IMEレーシング 東京都 小川　剛司
136 千葉県 南波　進之介 205 ぽっチャリ倶楽部 静岡県 鈴⽊　優介
137 静岡県 伊藤　裕久 206 静岡県 三⽊　潤
138 神奈川県 篠崎　佑斗 207 群馬県 小⾦澤　嘉
139 弍次元嫁 静岡県 新村　大起 208 PNS ICC 東京都 永田　健太郎
140 Innocent 千葉県 宮田　直也 209 イナーメ信濃山形 愛知県 和田　宗浩
141 Y練銀 神奈川県 ⿊田　主悦 210 愛知県 前川　和暉
142 ImmatureRoadie 神奈川県 泰地　⻯郎 211 TANAKA CORRERE 神奈川県 ⻑沼　努
143 ⽇⽴建機 茨城県 大⾥　尚之 212 神奈川県 須山　瑞季
144 静岡県 田林　俊祐 213 静岡県 佐野　⾠幸
145 MKU.BC 静岡県 ⽊本　貴徳 214 東京都 新山　大輔
146 Team Bermuda 埼玉県 位下　岳瑠 216 静岡県 岡崎　一輝
147 神奈川県 鈴⽊　誠⼆ 217 ARIEL ⻑野県 大⻄　昇帆
148 GargamelRacing 東京都 細田　素弘 218 東京都 久保　光司
149 PARIS RIDE 神奈川県 梅原　浩一郎 219 神奈川県 岸田　滋在
150 静岡県 ⻫藤　哲也 220 愛知県 築山　一幸
151 静岡県 安藤　一郎 221 Club Giro 愛知県 田渕　マルコス忠男
153 新潟県 水沢　孝広 222 山梨県 倉澤　公弘
154 SVRT 神奈川県 齋藤　多嘉志 223 ⾸都大学東京⾃転⾞部 神奈川県 吉田　昂広
155 FCGarcelona越谷 東京都 篠本　泰介 224 茨城県 菊池　健太
156 静岡県 松本　雄起 225 TS三島F 静岡県 乾　英介
158 DEF Touring 東京都 皆川　晃法 226 愛知県 梅村　年幸
160 ＤＥＦtouring 東京都 渡辺　京介 227 愛知県 梅村　誠太郎
161 チーム・コバリン 山梨県 堀　隆博 228 anivelo 神奈川県 田中　宏樹
162 静岡県 手塚　健太 229 anivelo 神奈川県 志村　大介
163 チーム茶畑 埼玉県 田中　洋介 230 bikeportRacing 東京都 嶋崎　大
164 tiw 神奈川県 前原　こういち 231 TCU付属⾼校⾃転⾞部OB 神奈川県 古田　雅拓
165 東京都 宮川　正和 232 P.!.N.K. 埼玉県 前田　克博
166 SBC横浜⼾塚 神奈川県 田中　陽一郎 233 P.!.N.K. 静岡県 山上　進
167 D-Try 東京都 ⽊村　功 234 P.!.N.K. 千葉県 野⾒山　翔太
168 静岡県 川崎　秀⼆ 235 P.!.N.K. 静岡県 小山　豊
169 岡村記念病院 静岡県 山本　賢⼆ 236 東京都 ⻑島　寛征
170 TeamSHIDO 東京都 大久保　徹 237 東京都 清水　寛岳
171 Team SHIDO 神奈川県 ⻑澤　祐一 238 テックスポーツ 愛知県 ⽴松　俊洋
172 EVERFiT RUDERS 千葉県 形本　静夫 239 KMcycle Ibex 神奈川県 中村　太
173 Team SHIDO 東京都 滋野　春紀 240 TeamP.P.M 愛知県 羽田　一貴
174 東京都 多田　康介 241 TeamP.P.M 愛知県 諸星　哲也
175 エアーフラッシュ 静岡県 川村　尚人 242 神奈川県 松岡　文和
176 エアーフラッシュ 静岡県 中村　浩司 243 愛知県 吉田　伸一
177 神奈川県 福地　卓也 244 三重県 津村　将彦
178 SDL 静岡県 尾鷲　猛 245 神奈川県 仲田　守秀
179 愛知県 小林　茂 246 オカモト株式会社 静岡県 川又　直
180 神奈川県 竹花　和浩 247 静岡県 川田　修⼆
181 神奈川県 糸井　⾼⾏ 248 静岡県 森井　久史
182 滋賀県 真野　誉裕 249 静岡県 奥之山　隆治
183 HCM 兵庫県 上田　智裕 250 迷走クラブ 埼玉県 嶋村　徹
184 杉山 静岡県 杉山　成一 251 ロードロ 神奈川県 友田　博和
185 YUJI＠山梨 山梨県 坪口　勇次 252 ツール・ド・そうか 埼玉県 前田　幸子
186 ひとりのろうじん 静岡県 伊藤　信男 253 ツールドそうか 埼玉県 小野寺　⾼一
187 杉山 静岡県 有賀　正人 254 静岡県 奥之山　葵
188 杉山 静岡県 永野　賢一 255 東京都 清水　⾠典
189 航空電子⾃転⾞競技部 東京都 小宮　僚介 256 走り喰らうイビルジョー 東京都 山本　剛史
190 SDL 静岡県 ⾼橋　透 257 静岡県 荻原　知良
191 東京都 矢島　直人 258 神奈川県 海⽼野　慧
192 岡山県 田中　清大 260 ATO1.8 静岡県 椎名　祐司
193 IMEレーシング 東京都 酒井　浩一 261 愛知県 早川　将史
194 IMEレーシング 東京都 若松　史門 262 静岡県 阿部　浩
195 TS TECH ⾃転⾞部 栃⽊県 望月　和真 263 C.C.ボンネビル 東京都 川上　修
196 あるかでぃあ 神奈川県 秋元　裕介 264 神奈川県 山田　喜久
197 静岡県 勝又　靖博 266 神奈川県 東　瑞貴
198 東京都 野尻　剛⼆郎 267 東京都 須田　浩充
199 NS⾃転⾞部 東京都 小笠原　尚久 268 愛知県 濱口　輝秋
200 ⻑野県 ⾦井　要一 269 東京都 照屋　聡
202 AA 東京都 秋葉　昭智 270 茨城県 根本　晴透

4時間︓ロード 【ソロ】



ゼッケン チーム名 地区 氏名
ゼッケン チーム名 地区 氏名 ⼭下　太郎
271 stakashi 愛知県 鈴⽊　孝 福井　喬
272 大阪府 田代　亘 斎藤　真
273 愛知県 下根　隆司 海野　芳敬
274 泗⿊会 三重県 白神　剛 楠　直也
275 神奈川県 富田　浩太朗 野村　晋也
276 神奈川県 中島　清孝 周藤　千尋
277 東京都 ⽊原　哲 中村　美樹
278 神奈川県 熱田　裕之 安喜　靖幸
279 SHIDO WORKS 神奈川県 ⿇⽣　大亮 岩下　玲
806 スポーツキッド 東京都 蠣崎　藍道 近藤　航
807 スポーツキッド 東京都 松⼭　智樹 興膳　悠二
808 スポーツキッド 東京都 松⼭　正美 阿出川　修一
809 スポーツキッド 東京都 高岡　和佐 田中　宏幸
810 スポーツキッド 東京都 前田　隆世 工藤　靖彦
811 スポーツキッド 東京都 吉田　晴彦 松本　健太郎
812 スポーツキッド 東京都 池田　隼佑 藤武　大亮
813 スポーツキッド 東京都 小嶋　海音 成瀬　弘一
814 スポーツキッド 東京都 ⾦⾕　悟⾄ 浜口　智則

坂本　⻯⽃
ゼッケン チーム名 地区 氏名 淺川　有三
11 京都府 永田　勝久 倉方　隆也
13 くるま旅 大阪府 南　京子 藤井　美沙希
73 ゼブラマン 愛知県 水野　久和 飯沼　浩徳
79 SAKAI★RACING 三重県 田⼭　秀嗣 大橋　涼平
121 神奈川県 末包　悠 大橋　洋司
152 Team K&E 神奈川県 磯野　賢二 大橋　美咲
157 DEF Touring 東京都 中村　拓哉 小池　剛史
159 c viento 静岡県 ⽊内　浩 白鳥　祐吾
215 静岡県 岡崎　かな 水上　雅洋
259 ⾦剛⼒⼠ワークス 神奈川県 秋庭　融 松尾　寿和
265 鳥取県 平⽊　正和 鈴⽊　幸敏
280 ジョージ 大阪府 ⾚崎　新一郎　 鈴⽊　郁
281 和歌ちゃん 大阪府 平尾　和歌子 伊藤　仁

伊藤　旭
ゼッケン チーム名 地区 氏名 ⾚野　正和
201 デカ尻コーギー　短足の挑戦! 千葉県 岩瀬　宜大 ⾚野　誠治

松下　稜
ゼッケン チーム名 地区 氏名 芦野　一夫

尾崎　保幸 芦野　一弘
安藤　康二 内城　敏博
安藤　和英 小南　友和
清水　哲一 鷲野　貴幸
原　雄一 後藤　孝

⼭形　弘志 中島　修二
江川　航平 岩田　智仁
尾崎　亘晃 ⾕口　智一
原　明弘 真鶴　敦志

小⼭　裕太 河上　享太
種井　裕光 荒巻　良則
今井　正秀 松原　雄三
吉田　俊則 大本　敬樹
寺内　大悟 角井　昌弘
大槻　太一 関　裕
塚田　潤司 杉浦　大介
須崎　大輔 杉浦　啓太
大庭　章 笠井　拓郎

堀　慎之輔 ⽊村　英司
増田　卓 松田　泰仁

菱川　義浩 小祝　亮太郎
岸　勇輔 ⼭中　渓太朗

水野　翔介 宮下　環
松村　維也 渡辺　壮樹
中野　博之 ⻄井　脩⾺
⽊下　潤 杉本　慎次

345 TOKAI⾃転⾞部（仮）B 静岡県

338 走と討 静岡県

344 BAF ⼭梨県

336 アイシン高丘⾃転⾞同好会B 愛知県

337 オベスト 千葉県

334 愛知県Team SWITCH B

335 チームバイシクレッタ2nd 愛知県

332 おそまやさん 神奈川県

333 Team SWITCH A 愛知県

330 ITOK 愛知県

331 YMC IWATA B 静岡県

327 YMCIWATA-A 静岡県

328 チーム親子 静岡県

325 チーム オオハシ 三重県

326 Reisender 静岡県

322 チャリンコ妄想族 愛知県

324 ＡＬＯ 千葉県

320 JCTT̲泣⾍ペダル 愛知県

321 JCTT̲バリカタ 愛知県

317 Allegra 神奈川県

319 5539Racing 神奈川県

315 ⾶鳥⼭⾃転⾞部 神奈川県

316 何でも良いですよ〜〜 静岡県

312 FASTER︕︖ 愛知県

313 バイシクルわたなべ 静岡県

308 FirstbikesポタA 東京都

311 Baby FASTER 愛知県

306 FirstbikesポタB 東京都

307 O2 ⻑野県

304 シルバーウィングス 愛知県

305 HILL3 三重県

4時間︓ロード 【ソロ】

4時間︓ロード以外 【ソロ】

4時間︓ママチャリ 【ソロ】

4時間︓ロード 【チーム】

Dウェーブ システム⽣管 愛知県302



ゼッケン チーム名 地区 氏名
ゼッケン チーム名 地区 氏名 田中　翔悟

望月　隆宏 切田　滉⼈
太田　勲 鈴⽊　陽⼤

⼩林　正代 杉浦　慎平
磯山　隆 塩島　哲哉

千葉　哲也 ⼤久保　静史
渡部　遥 望月　樹

田中　忠誠 ⾼柳　翼
⼩池　重晴 保⼾塚　与
森田　悟 山岸　亮太

榊原　⼤雄 Nathan　Domier
佐々⽊　一正 ⼤滝　政道
とたに　たくま 猪野　浩光
やくしじ　たくじ 川上　冬樹

⼩渡　哲 内海　悦幸
秋元　勝 ⽊谷　光佑

⼤嶽　智幸 鈴⽊　孝
梶原　脩 ⼩島　正清

掛巣　真吾 井本　浩司
⼩池　和⼈ ⻑瀬　貴之
内山　尚彦 ⽊本　俊之
鵜飼　正宜 五⼗嵐　亮平
柴田　泰士 藤巻　成⾏

陶山　悠太郎
榎本　悠希 ゼッケン チーム名 地区 氏名
⾼岸　智哉 髙⽊　浩雅
運野　修 髙⽊　洸矢

藤巻　勝彦
杉浦　利明 ゼッケン チーム名 地区 氏名
山田　亨 渡部　俊久

眞田　裕介 渡部　聡枝
片桐　悠翔 檀上　康彦
守⾏　健太 檀上　好
丸山　嵩志 五⼗嵐　治和
松本　昇 五⼗嵐　初美

鈴⽊　寛史 鈴⽊　保次
山田　創也 鈴⽊　久⼦
廣瀬　賢一 神田　佳枝
田代　勝⺒ 橋野　友孝
児島　直樹 渡辺　俊輔
末岡　正充 山本　悠太
鳥海　秀明 矢野　麻希
吉越　優太 竹下　秀司
千葉　裕司 矢田　浩
千葉　稚⼦ 吉澤　直樹
原　幹⼈ 角田　結実⼦

フローレス　慈英 中城　京⼦
近藤　潤一 古賀　暁彦
近江　慶太 ⼩川　朋康
稲葉　雅司 山田　克己

佐々⽊　敏幸 田中　裕美
徳永　康祐 加藤　航
川瀬　亮太 加藤　直⼦
橘　恭範 神田　善明

牟田口　保彦 ⼩池　昭洋
安富　治 神田　千代乃
伊藤　強 秋元　⾠夫

熊谷　真吾 塚田　尚美
松岡　祐介 春⽇井　⽂良
鈴⽊　裕之 内藤　正直
渡邉　直樹 澤井　芳江
町田　進 須川　健也
⼩川　博

菊池　兼太
菊池　啓

341 Q 東京都

342 チーム内藤一軍 愛知県

すあま 神奈川県

340 チーム砧 東京都

静岡県

323 ちーむよっしー 東京都

329 high A-nergy 神奈川県

⼤阪府

310 チーム HDS 静岡県

314 Team T&Y 神奈川県

愛知県

301 チームTAMA 神奈川県

303 ブリッジバイクプロダクツ 千葉県

静岡県

383 OSAKI@racing 愛知県

804 アステージ 新潟県

4時間︓ママチャリ 【チーム】

4時間︓男⼥混合 【チーム】

神奈川県

380 TEAM Y DELEZ B 東京都

381 C社関係者各位 東京都

神奈川県

377 TEAM Y DELEZ A 神奈川県

378 Yamanashi-SWC 山梨県

373 ＡＫ軍團 山口県

374 bikeportキリタナカ

379 ヘルシェイク矢野

382 Team Colers 

375 チーム ハムちゃんず

309 メナード野崎

318 今⽇からはじめる⾃転⾞部

339

370 ゆるゆるペダル 神奈川県

371 ぽっチャリ倶楽部 静岡県

368 ATHMIN-A 愛知県

369 ATHMIN-B 愛知県

366 Studio RK 東京都

367 チームコンタドール 神奈川県

364 チームゆるポタ 静岡県

365 航空電⼦⾃転⾞競技部 東京都

360 ロード43 静岡県

361 コメダピットイン 愛知県

358 チームJDC 東京都

359 SND Racing 埼玉県

355 チームiQalte 岐阜県

357 ダゼ☆フォーメーション︕︕︕ 愛知県

353 8時にセブン集合TEAM11 千葉県

354 チームPLANET 岐阜県

バンデラス 三重県

352 8時にセブン集合TEAM7 千葉県

350 エスツーケーエム 東京都

351

4時間︓ロード 【チーム】

346 TOKAI⾃転⾞部（仮）A 静岡県

347 ななこレーシング 神奈川県

348 かなテク 神奈川県



ゼッケン チーム名 地区 氏名
川本　芳久
藤本　勝喜
園⽥　貴亮
吉⽥　早織
小坂　充
龍川　彩

吉川　亮平
奥⽥　大智
加藤　友昭
加藤　志保
佐藤　光

佐藤　仁美
早⼾　順⼀
倉本　佳明
倉本　真美

ゼッケン チーム名 地区 氏名
片野　裕⼀

片野　夕希子
片野　拓眞
片野　桃花
⾦子　誠

⾦子　珠江
⾦子　愛

356 チーム・コバリン ⼭梨県

372 BORZOI ED班

4時間︓男⼥混合 【チーム】

343 チーム内藤二軍 愛知県

349 CB Plus Next 東京都

埼玉県

376 TeamFITTE 東京都

362 Midnight storm 神奈川県

4時間︓ファミリー 【チーム】

363 MTA 東京都
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